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平成 19 年 ３月期    中間決算短信（連結）       平成 18 年 11 月 15 日 

上 場 会 社 名          株式会社アミューズ           上場取引所(所属部) 東京証券取引所第一部 
コ ー ド 番 号             ４３０１                                        
（ＵＲＬ  http://www.amuse.co.jp）                  本社所在都道府県 東京都        
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 松﨑 澄夫    
問合せ先責任者 役職名 執行役員(広報宣伝部長)        氏名 久保田 康     ＴＥＬ(０３)５４５７-３３５８ 
中間決算取締役会開催日 平成18年11月15日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（1）連結経営成績                               (百万円未満切捨)      

 営業収入 営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

10,576 （△20.1）
13,239 （  34.8）

134   （ －）
△150   （ －）

139   （ －）
△153   （ －）

18 年３月期   29,440          1,801          1,798          
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

64  （ －）
△218  （ －）

8  30
△28  22

  ― 
  ― 

18 年３月期     897        112  64         ― 
(注)①持分法投資損益 18 年９月中間期 － 百万円   17 年９月中間期 － 百万円    18 年３月期 － 百万円 

    ②期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 7,751,628 株 17 年９月中間期 7,752,390 株 18 年３月期 7,752,215 株 

    ③会計処理の方法の変更 無 

    ④営業収入、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
（2）連結財政状態                               (百万円未満切捨) 
 総 資 産     純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

17,340   
18,641     

10,645   
9,539    

 60.5   
51.2  

1,353   92
1,230   60

18 年３月期   16,348     10,657  65.2  1,371   77
(注)期末発行済株式数（連結）18 年９月中間期 7,751,585 株 17 年９月中間期 7,752,240 株 18 年３月期 7,751,880 株 
 
（3）連結キャッシュ･フローの状況                         (百万円未満切捨) 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△351    
654     

△203  
△154    

419  
361     

1,596      
3,285 

18 年３月期   166   △643   △218    1,732 
 
（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項     

   連結子会社数 ３社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 (新規) －社 (除外) －社    持分法 (新規) －社 (除外) －社 
 
２．平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 営 業 収 入 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 25,500   1,100   570   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   73 円 53 銭 

 
※  
※  
※  

 

※上記業績予想につきましては、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものでありま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する記載は、平成19年
３月期中間決算短信（連結）添付資料の11ページ「(3) 通期の業績見通し」をご参照ください。 
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（添付資料） 

１.企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社関係会社）は、総合エンターテインメント企業である当社を中心として、

子会社７社及び関連会社３社により構成されております。 

グループ展開により、単なるプロダクションの枠組みを超えて、グループ全体の事業の核を「コンテ

ンツビジネス」におき、文化を創造する総合エンターテインメント集団としての企業基盤の強化を図っ

ております。なお、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日至平成18年９月30日）における連結子会

社は３社となっております。 

事業内容と当社グループの当該事業にかかる位置付けは、以下のとおりであります。 

 

 

事業区分 主要事業 会社名 

アーティストマネージメント事業 

・アーティスト活動によるコンサート 

舞台等の収入  

・舞台及びイベントの企画・制作によ 

る収入 

・テレビ・ラジオ・コマーシャル出演 

収入                 

・ファンクラブ会費収入及び各種キャ 

ラクター商品販売収入 

・レコード原盤の制作と著作権管理等 

による新譜の印税収入 

 

当社 

Amuse Hong Kong Ltd.（中国） 

北京芸神演芸芸術制作有限公司（中国）

Amuse Korea Inc.（韓国） 

㈱田村制作所 

 

メ デ ィ ア ビ ジ ュ ア ル 事 業                

・テレビ等の番組制作収入 

・映画製作及び配給収入 

・映像作品の制作、ビデオカセット・ 

 ＤＶＤ等の仕入・製造・販売 

 

当社 

アミューズソフトエンタテインメント㈱

Sprite Entertainment,Inc.（米国） 

㈱アミューズシネカノン 

㈱亜創美 

 

コ ン テ ン ツ 事 業                

・旧譜のレコード原盤権と著作権 

管理等による印税収入 

・映画・映像作品等の活用による収入 

（初回収益計上日より２年超経過分） 

当社 

Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ.（米国） 

㈱エアーズ 

アミューズソフトエンタテインメント㈱
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［当社グループの事業系統図］ 

 

 

 

 

映像ソフトの配給
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子会社  Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ．（米国） ★

 

音楽著作権の管理等 

関連会社  ㈱亜創美 

映像ソフトの企画・立案等 

メディアビジュアル事業  

子会社    ㈱エアーズ ★ 

音楽ソフトの企画・立案等 

映像ソフトの提供

関連会社  ㈱田村制作所 

音楽ソフトの原盤制作等 

 著作権の提供

関連会社  ㈱アミューズシネカノン 

映画館の運営等

子会社 

Ａｍｕｓｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｔｄ．（中国）

アーティストの発掘・育成

及び海外市場の調査開拓等

ア ー テ ィ ス ト マ ネ ー ジ メ ン ト 事 業

映像の製作
子会社 

Ｓｐｒｉｔｅ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ,Ｉｎｃ.

 (米国)

映像コンテンツ企画・製作 

子会社 

北京芸神演芸芸術制作有限公司 （中国）

アーティストの発掘・育成

及び海外市場の調査開拓等

 市場調査等

 著作権の提供

 市場調査等

子会社 

Ａｍｕｓｅ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (韓国)

アーティストの発掘・育成

及び海外市場の調査開拓等

 原盤の制作

 市場調査等

 著作権の提供

コ ン テ ン ツ 事 業 

★ 連結子会社 

子

会

社 

ア

ミ

ュ

ー

ズ

ソ

フ

ト

エ

ン

タ

テ

イ

ン

メ

ン

ト

㈱ 

★ 

映像ソフトの提供 

映
像
ソ
フ
ト
の
製
作
・
製
造
・
販
売 



 4

２．経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社グループは、アーティスト自身、そしてアーティストが創作した著作物や第三者に提供するた

めの作品で、一定期間収益をもたらすことを期待できる権利とそれに付随する権利を「コンテンツ」

と認識し定義しております。 

インターネット、デジタル放送、携帯電話に代表されるような情報通信技術の急速な発展によるメ

ディア業界の多チャンネル化と事業領域の拡大が、コンテンツの不足という状況をもたらしている昨

今、当社グループは音楽原盤権、音楽著作権、肖像権、映像における権利等を多数保有する「エンタ

ーテインメントコンテンツホルダー」として、あらゆる人々に夢と感動を届けるため､アーティストと

共に良質な作品を創出することを基本方針としております。 

当社グループは、クリエーターであるアーティストと社員スタッフとの共同作業によりコンテンツ

を生み出す業態であるため、クリエイティブな環境作りを心がけ、クリーンでクリアな会社経営に努

め、企業価値の増大を図っております。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループの事業は、大規模なイベントの実施時期、ＣＤの発売時期、映像ソフトの発売時期等

により、事業年度ごとに業績の変動はありますが、株主に対する利益還元は、重要な経営課題として認

識しており、継続的に、安定して行うことを基本方針としております。また、業績に見合った利益還元

も重要な課題であると認識しておりますが、財務体質の一層の強化や将来の収益向上を図るための積極

的な事業展開に備えた内部留保にも努め、総合的に勘案し配分する方針であります。内部留保金につき

ましては、経営基盤の強化や、事業の拡大を図るためのアーティストの発掘・育成、良質な音楽・映像

コンテンツの制作等に活用し、企業価値を高めるよう努力しております。 

この方針に基づき、当中間期は通期の業績見通しを勘案した上で、株主の皆様への利益還元を検討 

した結果、１株につき10円の中間配当を実施いたします。 

なお、当社グル－プ事業の一部ではありますが、当社事業のご理解を深めて頂きたく、毎年３月及

び９月末日最終の100株以上保有の株主及び実質株主の皆様に、適宜、当社主催のコンサート・試写会・

イベント等の招待、毎年９月末日最終の100株以上保有の株主及び実質株主の皆様に、当社オリジナル

「Ｏｎｅ Ｙｅａｒ ＣＤ」の贈呈等の株主優待を実施しております。 

 

（3）目標とする経営指標 

当社の事業の特徴は、アーティストやクリエーターをマネージメントし、そこから創造される作品

（コンテンツ）を事業化することから始まり、音楽・映像等エンターテインメント全般に及び非常に多

岐にわたっております。そのため、各事業を小単位に分け、事業毎の限界利益方式により営業利益管理

を行っております。事業により利益率の差はありますが、全体としての売上高営業利益率、経常利益率

等の向上を目標としております。 
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（4）中長期的な経営戦略 

当社は、当社グループの持つ特徴及び強みを最大限発揮することにより、エンターテインメントコ

ンテンツホルダーとして確固たる地位を築くことに注力していきます。 

 

① 時代の求める新人アーティストの発掘、育成 

エンターテインメントの外部環境が激しく変化するこの時代に対応するため、これからの時代を見

据え、次の時代を築けるアーティストの発掘及び育成をより積極的に行ってまいります。 

 

② 保有コンテンツの戦略的活用事業の積極展開 

楽曲、映像のみならずアーティストの肖像権や商標権といった当社の保有するコンテンツを積極

的に活用し、権利ビジネスの領域の拡大を他社との業務提携等も検討し、より効率的な事業展開を

行ってまいります。また、当社グループで消費者に対して直接事業化するビジネスモデルの構築に

着手してまいります。 

 

③ 著作権を保有する複合映像コンテンツの制作 

当社グループが保有するさまざまなエンターテインメントコンテンツを組み合わせることにより

シナジーを高め、良質な映像コンテンツを制作し、作品の質、数の増加を目指してまいります。 

 

 

（5）対処すべき課題 

① アーティスト及びクリエーターの拡充 

当社のアーティストマネージメントにおきましては、いろいろな活動領域を持つアーティストと専

属契約を結び、消費者をひきつけるべくマネージメントを行ってまいりました。しかしＤＶＤやイン

ターネット等のメディアの急速な活用により、ますます多様な活動領域を持つアーティストを発掘、

育成しつづけていく必要があると考えております。 

特に、今までもマネージメントを行ってきたミュージシャン、俳優、アイドル等はもちろんのこと、

映像クリエーター、デザイナー、ＣＧクリエーター、芸術家等エンターテインメントコンテンツを創

造するクリエーターの発掘・育成・マネージメントの体制作りに注力してまいります。 

また、上記の課題を進めるとともに連携して不可欠なことがスタッフの強化であります。この課題

は当社の最たる強みではありますが、より絶対的な強みとするよう採用方法、育成方法等を見直し、

マネージャー、プロデューサー集団を目指してまいります。  
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② エンターテインメントコンテンツの内容､作品数の向上 

ＤＶＤやインターネット等のメディアの急速な活用によりエンターテインメントコンテンツのニ

ーズも一層高まってきておりますが、当社はその環境の変化に甘えることなくコンテンツの質の向上

を目指すことにより、今こそ他者との差別化を図れる絶好のチャンスであると認識しております。 

当社グループの幅広いアーティスト群の強みを生かし、音楽系アーティストのＣＤや、ライブ・コ

ンサートのＤＶＤの発売、役者やモデル系アーティストの舞台制作、映像作品を積極的に制作し、Ｄ

ＶＤ等の発売を展開し、更にこれらのアーティストたちがコラボレートして作品を提供しコンテンツ

数の増加も図ってまいります。 

 

③ コンシューマー事業の強化  

当社グループの従来の基本的なビジネスモデルは、ファンクラブ業務をベースに、当社で権利を保

有するエンターテインメントコンテンツをメディア・流通などの他者に供給し、その対価を得るもの

であります。さらに当社は、昨今のＰＣ・携帯電話などメディア・流通の変化を好機と捉え、自社サ

イトの運営などの強化を図り、楽曲や、映像ソフト、商品などを消費者に対して直接提供できるビジ

ネスモデルを強化してまいります。 

 

④ ライブ・舞台制作事業の強化 

当社所属アーティストなどによる良質な生の感動が伝わるライブ・舞台制作を積極的に展開し、同

時に良質なコンテンツの増加及び活用に注力してまいります。さらに、所属アーティストに依存しな

いステージや、海外舞台の招聘などライブマネージメント事業を一層強化して安定的な収入の確保を

図ってまいります。 

 

 

（6）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（7）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

３．経営成績及び財政状態 

1.経営成績及び財政状態 

（1）当中間連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年9月30日）の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰の長期化や、日銀の量的金融緩和政策解

除による金利上昇懸念等リスク要因はありながらも、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大や

雇用情勢の改善及び個人消費の持ち直し等、景気の回復基調が鮮明になりつつあります。 

音楽業界におきましては、携帯電話による有料音楽配信が引き続き拡大傾向にあり、ブロードバン

ド環境の整備と普及により、インターネットによる有料音楽配信も堅調でありましたが、レコードメ

ーカーのＣＤ出荷実績は依然として低調に推移しております。 

映画業界におきましては、洋画作品のヒット不足や韓国作品の量より質への転換時期であり低調で

ありましたが、邦画作品が好調に推移し、ブロードバンドインターネットによる映像配信が拡大基調

でありました。ビデオソフト市場は、販売用ＤＶＤは前年同期比ほぼ横ばいでありましたが、レンタ

ル用ＤＶＤが大幅に拡大したことにより、映像ソフトの総売上は好調に推移しております。 

このような状況のもとにおきまして、当社は、成長分野へ経営資源を集中する組織を築くことを目

的として、平成18年４月に組織変更を行いました。また、新人発掘とアミューズ社内でのシナジー効

果やマネージメントの方向性と一致した一体感のある商品発売や所属アーティストの楽曲や作品を直

接消費者に届けることにより、アーティストの創造意欲を高めることを目的として、新レーベル「Ａ

ｅｒ－ｂｏｒｎ（エアボーン）」を立ち上げました。その一環として、新人アーティスト「Ｂａｈａ

ｓｈｉｓｈｉ（バハシシ）」がデビューアルバムを発売しております。 

一方、役者系若手俳優なども上野樹里、小出恵介等による積極的な活動を展開し、多くの映画、Ｔ

Ｖ番組やＣＭに出演し成果を上げております。このような次世代を担う若手の更なる発掘を目的に、

昨年度に引き続き「第２回アミューズお姫様王子様オーディション」を開催し、アーティストの発掘

及び育成を積極的に行ってまいりました。また、アーティストによるコマーシャル出演も順調に展開

するとともに、サザンオールスターズ等による「ＴＨＥ 夢人島 Ｆｅｓ２００６」、ポルノグラフ

ィティ、ＦＬＯＷ、ＢＥＧＩＮによるコンサートや地球ゴージャスによるミュージカル公演など、ラ

イブイベント活動を行い堅調に推移いたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の当社グループの経営成績は、アーティストマネージメント事

業においては堅調に推移いたしましたが、メディアビジュアル事業における韓国作品の不調により、

営業収入につきましては105億７千６百万円(前年同期比20.1％減)、 経常利益につきましては、上記

メディアビジュアル事業の減益要因がありますが、アーティストマネージメント事業におけるライブ

イベント活動の利益率向上や、コマーシャル出演契約料収入が好調に推移したことにより、１億３千

９百万円の経常利益（前年同期は、１億５千３百万円の経常損失）となりました。中間純利益につき

ましては、６千４百万円（前年同期は、２億１千８百万円の損失）となりました。 
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事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 

〔アーティストマネージメント事業〕 

当事業による営業収入につきましては、地球ゴージャスプロデュースによるミュージカル「ＨＵＭ

ＡＮＩＴＹ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣＡＬ～モモタロウと愉快な仲間たち～」東京公演及び大阪公演、ポ

ルノグラフィティによるコンサート「横浜ロマンスポルノ０６～キャッチ ザ ハネウマ～」、サザ

ンオールスターズ等による「ＴＨＥ 夢人島 Ｆｅｓ２００６」のライブイベントが堅調に推移いた

しましたが、前中間期間に実施いたしました程の大きなコンサートツアーがなく、そのコンサート（イ

ベント）会場で販売いたしますキャラクター商品販売収入は若干減収となっております。 

当事業における営業利益につきましては、ライブイベント活動による利益率の向上や、深津絵里、

福山雅治、桑田佳祐や新人アーティストなどによるコマーシャル出演契約料収入が好調に推移したこ

とにより、大幅増益となっております。 

この結果、営業収入は、54億７千４百万円（前年同期比4.7％減）､営業利益は６億６千３百万円（前

年同期比81.9％増）となりました。 

 

〔メディアビジュアル事業〕 

当事業による営業収入につきましては、全国劇場公開規模で話題作でありました韓国作品の「デ

イジー」、「タイフーン」の興行収入が低調でありましたことや韓国作品の「美しき野獣」、「タイフ

ーン」のビデオ・ＤＶＤの販売においても不調であり大幅な減収となりました。 

ＴＶ番組制作収入におきましては、主に、「ニューデザインパラダイス」、「灯り物語」等のレギュ

ラー番組や、「三宅裕司のドシロウトスペシャル ニッポン激うま！人情漁師めし０６夏」等の特別

番組の制作収入により、堅調に推移いたしました。 

当事業による営業利益につきましては、上記韓国作品の減収要因により大幅な減益となっており

ます。 

この結果、営業収入は43億９千８百万円（前年同期比33.7％減）、営業損失は２億２千８百万円

（前年同期は、１億５千４百万円の損失）となりました。 

 

〔コンテンツ事業〕 

当事業による営業収入につきましては、サザンオールスターズ、ＢＥＧＩＮ、福山雅治、ポルノ

グラフィティ等による旧譜楽曲の販売及び旧譜楽曲の二次利用による印税収入であり、保有楽曲の活

用による収入は堅調に推移いたしましたが、ベストアルバムＣＤの発売や、前中間期間に発売いたし

ました、サザンオールスターズの旧譜シングル44タイトルのリマスタリングＣＤ等の発売がなかった

ことにより減収となっております。 

当事業による営業利益につきましては、上記減収要因により減益となっております。 

この結果、営業収入は７億３百万円（前年同期比18.6％減）、営業利益は１億７千１百万円（前

年同期比27.8％減）となりました。 
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（2）キャッシュ・フローの状況 

                                                     (百万円未満切捨) 

 前中間連結会計期間

平成17年9月期 

当中間連結会計期間

平成 18 年 9 月期 
増減額 前連結会計年度 

平成18年3月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー 654 △351 △1,005 166 

投資活動によるキャッシュ・フロー △154 △203 △48 △ 643 

財務活動によるキャッシュ・フロー 361 419 57 △ 218 

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 3,285 1,596 △1,689 1,732 

（注）増減額は当中間連結会計期間と前中間連結会計期間との比較で表示しております。 

 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計 

期間末に比べ16億８千９百万円減少し、当中間連結会計期間末には15億９千６百万円となりました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであり 

ます。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果使用した資金は３億５千１百万円（前年同期比1０億５百万円減）となりまし

た。これは、主に営業債務の増加に伴う11億７千２百万円の資金増加、税金等調整前中間純利

益による１億２千万円の資金増加等がありましたが、営業債権の増加に伴う２億５千９百万円

の資金減少及び今後の事業に備えるための舞台制作や映像作品の製作及び取得によるたな卸

資産の増加による５億１千４百万円の資金減少、法人税等の支払額による７億６千６百万円の

資金減少等が上回ったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は２億３百万円（前年同期比４千８百万円減）となりました。 

これは、貸付金の回収による６百万円の資金増加がありましたが、投資有価証券の取得による

４千９百万円の資金減少や有形固定資産の取得による３千５百万円の資金減少等によるもの

であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は４億１千９百万円（前年同期比５千７百万円増）となりまし

た。これは、主に短期借入金の調達による５億円の資金増加が、配当金の支払いに伴う７千７

百万円の資金減少等を上回ったことによるものであります。 
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 なお、当事業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 
前中間連結会計期間

平成17年９月期 

当中間連結会計期間

平成18年９月期 

前連結会計年度 

平成18年３月期 

自己資本比率（％） 51.2 60.5 65.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 120.0 78.9 148.6 

債務償還年数（年） 1.7 － 3.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 82.7 － 11.3 

（注）※自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により 

算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

るすべての負債を対象としております。また、利息の支払いについては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。 

※当中間連結会計期間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロー

がマイナスであるため、記載しておりません。 
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（3）通期の業績見通し 

下期の当社グループを取り巻く環境は厳しい状態が継続するものと懸念されます。 

このような状況の中、当社グループの今後の計画は、アーティストマネージメント事業におきまし

ては、福山雅治、ポルノグラフィティ、ＦＬＯＷ等のコンサートツアーを実施いたします。加えて、

２００５年、３ヶ月もの超ロングランヒットとなり日本に熱狂的リピーターを続出させたＱＵＥＥＮ

楽曲による海外招聘舞台、「ＷＥ ＷＩＬＬ ＲＯＣＫ ＹＯＵ」を現在公演中であります。さらに、

１０周年を迎えたＴＥＡＭ ＮＡＣＳによる舞台「ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ ＴＥＮ」、「ＨＯＮＯＲ～

守り続けた痛みと共に」を予定しており、これらのイベントに伴うグッズ販売収入や、イベント収入

は順調に推移する計画です。また、既に発売したポルノグラフィティのシングルＣＤ「Ｗｉｎｄｉｎ

ｇ Ｒｏａｄ」、映画「涙そうそう」の挿入歌であるＢＥＩＧＮのシングルＣＤ「三線の花」、ＦＬ

ＯＷのシングルＣＤ「ＣＯＬＯＲＳ」、当社新レーベル「Ａｅｒ－ｂｏｒｎ（エアボーン）」新人ア

ーティストＢａｈａｓｈｉｓｈｉ（バハシシ）のファーストシングルＣＤ「気まぐれな流れ星」など

の作品、福山雅治の５年ぶりオリジナルＣＤアルバム「５年モノ」、ポルノグラフィティの６枚目の

オリジナルアルバム「ｍ－ＣＡＢＩ」の発売を計画しております。また、俳優および新人アーティス

トによるＣＭ・出演契約の増加も計画しており、アーティストマネージメント事業の営業収入、営業

利益は順調に推移する見込みです。 

メディアビジュアル事業におきましては、現在大ヒット中であります「涙そうそう」や映画「虹の

女神 Ｒａｉｎｂｏｗ Ｓｏｎｇ」、「オトシモノ」の劇場公開、ビデオ・ＤＶＤ作品「嫌われ松子の

一生」、「北斗の拳」、「涙そうそう」、「私の名前はキム・サムスン」などの邦画作品を中心にした

販売を計画しております。さらに、ＣＳ放送とブロードバンド配信連動型ドラマ「戦場のガールズライ

フ」の製作が決定しており、ＴＶドラマやアニメ作品の販売を強化してまいります。映画「虹の女神 Ｒ

ａｉｎｂｏｗ ｓｏｎｇ」の主演は当社アーティスト上野樹里でありますが、今後もアーティストマネ

ージメント事業とのシナジー効果を目指した、クオリティの高い作品を提供できるよう、企画の創意工

夫を図ってまいります。ＴＶ番組制作では、約２年半の放送を終了した「ニューデザインパラダイス」

に続く新番組として、大人のための知的情報番組「アイデアの鍵貸します」などのレギュラー番組や単

発番組の制作を予定しております。 

ただし、当中間期間の韓国作品の不調が影響し、メディアビジュアル事業は前年に対し、減収減益

となる見込みです。 

コンテンツ事業におきましては、下期もベストアルバムＣＤの発売はありませんが、通常の二次利

用が堅調に推移する予定です。また、権利保有楽曲を使用した映像作品の製作のように、アーティスト

の付加価値を高めるべく権利を活用し、事業間シナジーを高め、音楽及び映像等の複合化したコンテン

ツを開発することで、事業収益の継続性とコンテンツの多角的活用を目指してまいります。 

このように当社グループは、各事業ごとに事業効率を高め、中長期的にアーティストマネージメント

事業とメディアビジュアル事業の収益性極大化を目指し、制作能力に優れたグループを構築してまいり

ます。 

以上のように、通期の業績見通しは、営業収入255億円（前年同期比13.4％減）、経常利益は11億円

（前年同期比38.8％減）、当期純利益は５億７千万円（前年同期比36.5％減）を予定しております。 
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以上より、当中間連結会計期間の事業動向を踏まえ、通期の業績見通しにつきましては、平成18年10

月17日に発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」の資料のとおり、平成18年５月17日発

表の数値から下記のとおり修正しております。 

 

平成19年３月期連結通期業績予想数値の修正（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

                                   （単位：百万円） 

 営業収入 経常利益 
 

当期純利益 
 

前回発表予想（Ａ） 
（平成18年５月17日） 

25,000 1,000 520

今回修正予想（Ｂ） 25,500 1,100 570

増減額（Ｂ－Ａ） 500 100 50

増減率（％） 2.0％ 10.0％ 9.6％

前期実績 29,440 1,798 897

 

 

平成19年３月期単体通期業績予想数値の修正（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

                                   （単位：百万円） 

 営業収入 経常利益 
 

当期純利益 
 

前回発表予想（Ａ） 
（平成18年５月17日） 

13,000 600 320

今回修正予想（Ｂ） 13,950 1,000 520

増減額（Ｂ－Ａ） 950 400 200

増減率（％） 7.3％ 66.7％ 62.5％

前期実績 17,129 1,587 800
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（4）事業等のリスク 

〔１〕事業体制に関するリスク 

（1）主要アーティストについて 

平成18年９月30日現在、当社はサザンオールスターズ、福山雅治、ポルノグラフィティ、三宅

裕司、富田靖子、深津絵里等をはじめとした、音楽活動をするソロの男性・女性ボーカル、バン

ド、グループ、男優、女優、ＴＶタレント、ＴＶの司会者等と専属マネージメント契約を締結し

ております。なおバンド等グループで活動をしているアーティストにおいては、創作活動の過程

におけるグループ内での意見の違い等により構成メンバーが変更することがあります。 

主要アーティストの活動が休止・停止した場合や、当社がマネージメント戦略上、これらのア

ーティストのメディアへの出演や活動を抑制した場合、当社の業績に影響がある可能性がありま

す。また、当社では、長期的視野に立ったマネージメントを実践することで、当社の主要アーテ

ィストの当社在籍期間は長いことが特徴ですが、専属契約はその期間が限定されており毎回更新

できる保証はなく、主要アーティストとの専属契約が更新に至らなかった場合、当社の業績に影

響がある可能性があります。 

 

（2）アーティストの育成 

消費者の趣味、嗜好、流行の変化等の要因から、アーティストの人気が永続するとは限りませ

ん。当社は、契約アーティストが活動をする特定のエンターテインメントの領域や、アーティス

トの性別、年齢が偏ることがないよう様々なタイプのアーティストを保有し、継続的に新人アー

ティストを発掘・育成する体制を整える方針を採っております。 

しかしながら、当社が計画通りに新人アーティストを発掘し、専属契約締結に至るとは限りま

せん。また、アーティストやアーティストが創作または歌う楽曲等がヒットするために、アーテ

ィストに対し、長期かつ高額に及ぶ投資をしても、契約したアーティストが将来どの程度の収入

を当社にもたらすかについては予測が困難であり、かかるアーティストの収益力次第では、当社

の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

（3）優秀なマネージャーの確保 

当社におけるマネージャーは、アーティストの才能を見出し、支援しながら、その活動におい

てアイデア、企画等をアーティストに与えることでアーティストを刺激し、共同で作品を作り出

します。更にマネージャーは、消費者にアーティストやその作品を提供するにあたり、作品がよ

り正確に第三者に伝わるように宣伝・販売促進企画（コンサート・メディア出演等における演出）

を実行します。よって、マネージャーの資質はアーティストの活動に影響を及ぼします。そのた

め、アーティストを拡大していくためにはマネージャーの確保が必要となります。 

したがって、当社において、マネージャーの育成はアーティストの育成と同様に重要であり、

マネージメントのノウハウの伝承と質の維持を図りながら育成に努めております。ただし、マネー

ジャーが退社した場合は、アーティストの活動に影響が生じる可能性があります。 
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（4）プロデューサーの確保 

当社グループにおけるプロデューサーは、テレビ番組や映画・アニメーション等の映像作品を

制作する上で、方針の立案や、制作スタッフの管理・統括、制作予算の管理、宣伝・販促企画等、

その作品の制作開始から放送・上映までの一切の業務の責任を有しております。当社が総合エン

ターテインメント企業として様々な事業活動を展開することを可能としていく上で、映像制作部

門の拡大は重要であり、上記業務を行うプロデューサーの確保及び育成は重要な課題です。当社

グループのプロデューサーは、つねにアシスタントプロデューサーと連携することで、そのノウ

ハウをアシスタントプロデューサーに伝承し、新たなプロデューサーの育成に努めております。

ただし、プロデューサーが退社した場合は、当社の事業活動に影響が生じる可能性があります。 

 

（5）著作権の侵害 

当社のアーティストが創作する楽曲や、権利保有する楽曲について、第三者から意図せずに著

作権を侵害される可能性や第三者の権利を侵害してしまう可能性があります。このような事態によ

って、当社の事業が影響を受ける可能性があります。 

 

（6）映画製作・買付におけるリスク 

当社グループの映画製作・買付のための投資は、共同事業体方式による方針を採っており、当

社が幹事会社として出資を募る場合と、他社の企画に出資者として参加する場合があります。な

お、有望な映像作品の獲得は競争になるため、希望する映像作品を全て買付けられるとは限りま

せん。 

映像作品の製作や買付を行う場合、資金が長期間固定化されますが、当社グループでは、主に

銀行借入等によって資金調達しております。個々の作品のリスクについては、製作・買付けする

映像作品を一定金額までの作品に限定することや一部出資の形をとり有力なパートナーからの出

資を募ることで、できるだけ分散させております。また、製作・買付した映像作品については劇

場配給権・ビデオ化権・テレビ放映権・商品化権・その他権利等、作品に係る全ての権利を獲得、

活用することで投資回収率を高めるように努めております。 

しかしながら、製作・買付した映像作品の興行成績によっては、投資した資金の回収期間が予想

に反して長期に渡ることや、損失を生じる可能性があります。特に、製作開始または買付から作品

の完成までに長期間を要することで、流行や社会状況の変化によっては、劇場に計画通り観客を動

員できない恐れがあります。また、作品によっては、経済環境や出演者の事情等の様々な理由によ

り製作に要する投資金額が増加することや、作品の完成が予定より遅れる場合があり、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 
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（7）コンサート活動や個々の作品による業績の変動 

大規模なコンサートの実施は短期間に実施期間の営業収入を急増させます。映画は上映後数週

間の観客動員が多い傾向があり、ビデオカセットは発売直後の短期間に収入が集中する傾向にあ

ります。メガヒットがあると収入が急増しますが、次に同様なヒットが続くとは限りません。 

また、ベスト盤アルバムの発売は、ある程度大きな販売数量が見込めるとともに旧譜の活用の

ため制作コストが低く抑えられるため利益率が高く、収益面に与える影響は大きくなりますが、

その性格上毎年発売できるものではありません。 

当社では、多くのアーティストを確保し、また、多くの映像タイトルを確保することで安定的

な収入の計上ができるよう努めておりますが、コンサートの実施時期、ＣＤの発売時期、映画の

公開時期、ビデオの発売時期等により、四半期、半期、事業年度ごとの業績の変動が大きくなる

可能性があります。 

 

〔２〕海外事業展開について 

当社の事業活動は、国内における事業活動が中心でありますが、当社グループでは、権利保有

をしている楽曲の海外での再利用や権利保有している映像作品・出版物等の海外販売、アーティス

トの海外での映画、ＣＭ等出演、映画の共同製作等を目的として海外、特に東アジア地域での事業

を積極的に展開しております。東アジアでは、ここ数年の文化交流により、他国の楽曲、映像作品

の輸入や共同制作のニーズが高まっており、東アジアでの事業展開は今後の当社グループの収益上

重要なものと位置づけております。 

当社は、中国に北京芸神演芸芸術制作有限公司、韓国にＡｍｕｓｅ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ．を

設立し、現在事業拡大に備えております。 

しかしながら、こうした国々での著作権に関する法規制は未だ整備中であり、今後の状況によ

っては、当社の著作権が守られず、当社グループが期待する程の収入を確保できない可能性があり

ます。その場合、当社グループの業績に支障をきたす可能性があります。 

 

〔３〕今後の事業展開について 

（1）配信事業 

① 音楽配信事業 

音楽配信技術の進歩により、当社のアーティストが創作する楽曲または当社が権利保有する楽曲

を、従来のＣＤなどを介することなく、直接消費者に届けることが可能となりました。しかしなが

ら、楽曲配信に対する法律の未整備、インターネット利用の規制の進展やセキュリティ問題の行方

など、インターネット環境の今後の変化という不確定要因が残っており、音楽配信事業についての

事業展開については影響を与える可能性があります。 

また、インターネットの普及により、Ｗｅｂサイトを介しての取引や個人間の無料情報ファイル

の取引等楽曲の利用に対する対価を支払わない行為が拡大する場合、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 
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② 映像配信事業 

当社グループは、インターネットライブ中継やプロモーションビデオ等の映像の配信実績があり、

今後も積極的に展開していく方針です。また映画、自社制作テレビ番組、その他オリジナル映像作

品（テレビメディアに向けた映像だけではなく、ブロードバンドによって可能となる媒体に向けて

の独自の映像作品等）の制作、権利獲得をブロードバンド環境の進展に応じてすすめる予定です。 

しかし、プロモーションビデオを始め、映画やライブ中継など映像作品のブロードバンドによる

利用に関しては、映像作品にかかる権利保有者に対する収益分配がどのようになるかは現在不確定

です。ブロードバンドに関するインフラ環境や新技術の開発状況により、利用者数が順調に増加し

ない場合、当社グループの映像配信事業の展開に影響を与える場合があります。 

また、ブロードバンド化の進展は、消費者に直接映像作品を提供することを可能とします。その

結果として流通形態が変化することにより、当社の子会社であるアミューズソフトエンタテインメ

ント㈱のビデオカセット・ＤＶＤ販売事業が影響を受ける可能性があります。 

 

 

 

（2）再販売価格維持制度について 

音楽ＣＤ等の小売価格については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止

法）に規定する著作物として、再販売価格の決定・維持についての同法の適用除外を受けておりま

す。 

著作物再販制度の取扱いについては、公正取引委員会は、平成10年３月31日に、「競争政策の観

点からは、廃止の方向で検討されるべきものであるが、本来的な対応とはいえないものの文化の振

興・普及と関係する面もあるとの指摘があることから、著作物再販制度を廃止した場合の影響も含

め引き続き検討し、一定期間経過後に制度自体の存廃について結論を得るのが適当である」との見

解を公表していましたが、平成13年３月23日、「現段階において独占禁止法の改正に向けた措置を

講じて著作物再販制度を廃止することは行わず、当面同制度を存置することが相当であると考え

る。」との結論を公表しました。 

しかしながら、将来に渡って著作物再販制度が維持されるか、また著作物再販制度が廃止された

場合に当社が受ける影響については、現時点で予測することは困難であります。 
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４. 中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

前中間連結会計期間末  

（平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間末

（平成 18 年９月 30 日）

前連結会計年度の   

要約連結貸借対照表  

（平成 18 年３月 31 日） 

増減 
区分 

金 額（千円）
構成比

（％）
金 額（千円）

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 
金 額（千円）

（資産の部） 

         

Ⅰ 流動資産          

  現金及び預金 3,387,170 1,704,893 1,830,453  △ 125,559

  受取手形及び営業未収入金 3,697,061 3,230,039 2,970,808  259,231

  たな卸資産 6,242,883 6,668,041 6,153,425  514,616

  その他 884,601 1,046,190 763,122  283,067

  貸倒引当金 △ 6,374 △ 7,742 △ 6,160  △ 1,581

 流動資産合計 14,205,341 76.2 12,641,423 72.9 11,711,648 71.6 929,774

Ⅱ 固定資産       

  有形固定資産   

   建物           ※１ 787,719 773,332 773,416  △ 84

   土地   1,134,184 1,123,392 1,124,117  △ 724

   その他          ※１ 109,717 82,169 92,607  △ 10,438

  有形固定資産合計 2,031,622 10.9 1,978,893 11.4 1,990,141 12.2 △ 11,247

  無形固定資産 115,177 0.6 193,524 1.1 132,409 0.8 61,114

  投資その他の資産       

   投資有価証券 1,272,201 1,256,304 1,411,843  △ 155,539

   その他 1,202,781 1,491,697 1,323,162  168,534

   貸倒引当金 △ 185,499 △ 221,563 △ 220,823  △ 739

  投資その他の資産合計 2,289,484 12.3 2,526,438 14.6 2,514,182 15.4 12,255

 固定資産合計 4,436,284 23.8 4,698,856 27.1 4,636,733 28.4 62,123

 資産合計 18,641,625 100.0 17,340,279 100.0 16,348,381 100.0 991,898

（注）増減は､当中間連結会計期間末と前連結会計年度の要約連結貸借対照表との比較で表示しております。                   
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前中間連結会計期間末  

（平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間末

（平成 18 年９月 30 日）

前連結会計年度の   

要約連結貸借対照表  

（平成 18 年３月 31 日） 

増減 
区分 

金 額（千円）
構成比

（％）
金 額（千円）

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 
金 額（千円）

（負債の部） 
  

Ⅰ 流動負債   

  営業未払金 5,906,449 3,618,064 2,445,697  1,172,366

  短期借入金  1,100,000 1,100,000 600,000  500,000

  その他 922,489 924,813 1,411,549  △ 486,735

 流動負債合計 7,928,939 42.5 5,642,878 32.5 4,457,247 27.3 1,185,631

Ⅱ 固定負債   

  退職給付引当金 476,660 544,782 507,489  37,292

  役員退職慰労引当金 394,045 421,495 411,428  10,066

  その他 148,562 85,800 146,842  △ 61,041

 固定負債合計 1,019,267 5.5 1,052,078 6.1 1,065,760 6.5 △ 13,682

 負債合計 8,948,207 48.0 6,694,956 38.6 5,523,007 33.8 1,171,948

（少数株主持分）   

 少数株主持分 153,507 0.8 － － 167,565 1.0 －

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 1,587,825 8.5 － － 1,587,825 9.7 －

Ⅱ 資本剰余金 1,694,890 9.1 － － 1,694,890 10.4 －

Ⅲ 利益剰余金 6,065,617 32.6 － － 7,104,163 43.5 －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 280,328 1.5 － － 335,338 2.0 －

Ⅴ 為替換算調整勘定 △ 73,774 △0.4 － － △ 48,373 △0.3 －

Ⅵ 自己株式 △ 14,975 △0.1 － － △ 16,035 △0.1 －

 資本合計 9,539,911 51.2 － － 10,657,808 65.2 －

 負債、少数株主持分及び資本合計 18,641,625 100.0 － － 16,348,381 100.0 －

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

資本金 － － 1,587,825 9.2 － － －

  資本剰余金 － － 1,694,890 9.8 － － －

  利益剰余金 － － 7,066,973 40.7 － － －

  自己株式 － － △ 16,843 △0.1 － － －

 株主資本合計 － － 10,332,844 59.6 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 － － 219,884 1.2 － － －

  為替換算調整勘定 － － △57,674 △0.3 － － －

 評価・換算差額等合計 － － 162,210 0.9 － － －

Ⅲ 少数株主持分 － － 150,268 0.9 － － －

 純資産合計 － － 10,645,323 61.4 － － －

 負債純資産合計 － － 17,340,279 100.0 － － －

（注）増減は､当中間連結会計期間末と前連結会計年度の要約連結貸借対照表との比較で表示しております。                   
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（2）中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 
(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間  
(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

増減 

前連結会計年度の   

要約連結損益計算書  
(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）
区分 

金 額（千円） 
百分比

（％）
金 額（千円）

百分比

（％）
金 額（千円）

増減率

（％） 
金 額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 営業収入 13,239,541 100.0 10,576,858 100.0 △ 2,662,683 △20.1 29,440,943 100.0

Ⅱ 営業原価 11,383,767 86.0 8,706,925 82.3 △ 2,676,841 △23.5 23,673,135 80.4

 営業総利益 1,855,774 14.0 1,869,932 17.7 14,157 0.8 5,767,808 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   ※１ 2,005,951 15.1 1,735,186 16.4 △ 270,764 △13.5 3,966,724 13.5

 営業利益（△損失） △ 150,176 △1.1 134,745 1.3 284,921 － 1,801,083 6.1

Ⅳ 営業外収益 15,846 0.1 21,090 0.2 5,243 33.1 34,298 0.1

  受取利息 2,640   4,064  1,423   5,002   

  受取配当金 1,300   1,435  135   2,008   

  受取手数料 4,012   3,215  △ 796   5,616   

  為替差益 3,701   6,239  2,537   3,549   

  その他 4,190 6,135 1,944  18,121 

Ⅴ 営業外費用 19,164 0.2 16,290 0.2 △ 2,873 △15.0 37,172 0.1

  支払利息 8,392   11,343  2,951   14,477   

  支払手数料 8,524   4,890  △ 3,633   19,831   

  その他 2,247   55  △ 2,191   2,863   

 経常利益（△損失） △ 153,494 △1.2 139,545 1.3 293,039 － 1,798,209 6.1

Ⅵ 特別利益 72,113 0.6 － － △ 72,113 － 59,541 0.2

  貸倒引当金戻入益 12,572   －  △ 12,572   －   

  保険特別解約益 59,541   －  △ 59,541   59,541   

Ⅶ 特別損失 233,293 1.8 19,178 0.2 △ 214,114 △91.8 233,293 0.8

  固定資産除却損    ※２ －   10,442  10,442   －   

  減損損失       ※３ 233,293   －  △ 233,293   233,293   

  投資有価証券評価損 －  8,736  8,736  －  

 税金等調整前中間（当期） △ 314,673 △2.4 120,366 1.1 435,040 － 1,624,458 5.5

 純利益（△損失）      

 法人税、住民税及び事業税 16,002 0.1 133,461 1.2 117,458 734.0 774,984 2.6

 法人税等調整額 △ 113,072 △0.8 △ 62,542 △0.6 50,530 － △ 62,220 △0.2

 少数株主利益 1,191 0.0 － － △1,191 － 14,420 0.1

 少数株主損失 －  － 14,927 0.1 14,927 － － －

 中間（当期）純利益（△損失） △ 218,795 △1.7 64,375 0.6 283,170 － 897,274 3.0

（注）増減は､当中間連結会計期間と前中間連結会計期間との比較で表示しております。                            
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（3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 中間連結剰余金計算書 

  

  

             

前中間連結会計期間  
(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日）

前連結会計年度の   

連結剰余金計算書   
(自 平成 17 年４月１日  

 至 平成 18 年３月 31 日）

区分 金 額（千円） 金 額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,694,890  1,694,890

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高  1,694,890  1,694,890

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  6,375,650  6,375,650

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １. 当期純利益 － － 897,274 897,274

      

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １. 中間純損失 218,795  －  

 ２. 配当金 77,528  155,050  

 ３. 役員賞与 13,710 310,033 13,710 168,760

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  6,065,617 7,104,163
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 中間連結株主資本等変動計算書 

  当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）  

                                            （単位：千円） 

株主資本 

  
資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 1,587,825 1,694,890 7,104,163 △16,035 10,370,843

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 （注） △77,518  △77,518

役員賞与   （注） △24,047  △24,047

中間純利益 64,375  64,375

自己株式の取得 △808 △808

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

 －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △37,190 △808 △37,998

平成18年９月30日 残高 1,587,825 1,694,890 7,066,973 △16,843 10,332,844

                                                            

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 335,338 △48,373 286,965 167,565 10,825,373

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 （注）  △77,518

役員賞与   （注）  △24,047

中間純利益  64,375

自己株式の取得  △808

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△115,454 △9,300 △124,754 △17,297 △142,052

中間連結会計期間中の変動額合計 △115,454 △9,300 △124,754 △17,297 △180,050

平成18年９月30日 残高 219,884 △57,674 162,210 150,268 10,645,323

（注）平成 18 年６月 25 日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

  

前中間連結会計期間  

(自 平成 17 年４月１日

  至 平成 17年９月 30日）

当中間連結会計期間  

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 18年９月 30日）

増減 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書

(自 平成 17 年４月１日 

    至 平成 18 年３月 31 日）

区分 金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー  

  1. 税金等調整前中間（当期）純損益  △ 314,673 120,366 435,040 1,624,458

   （損失：△）  

  2. 減価償却費 53,498 48,219 △ 5,278 107,581

  3. 貸倒引当金の増減額（減少：△） 67,921 3,028 △ 64,892 80,169

  4. 退職給付引当金の増減額（減少：△） 17,058 37,292 20,234 47,887

  5. 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △ 207,350 10,066 217,417 △189,967

  6. 受取利息及び受取配当金 △ 3,941 △ 5,500 △ 1,558 △ 7,011

  7. 支払利息 8,392 11,343 2,951 14,477

  8. 減損損失 233,293 － △ 233,293 233,293

  9. 営業債権の増減額（増加：△） 892,324 △ 259,341 △ 1,151,665 1,618,792

 10. たな卸資産の増減額（増加：△） △ 257,980 △ 514,616 △ 256,636 △168,522

 11. 営業債務の増減額（減少：△） 900,721 1,172,366 271,645 △2,560,029

 12. 役員賞与の支払額 △ 14,070 △ 24,497 △ 10,427 △ 14,070

 13. その他 △ 140,308 △177,199 △36,891 △ 33,699

小計 1,234,885 421,530 △ 813,355 753,360

 14. 利息及び配当金の受取額 3,694 5,178 1,483 7,359

 15. 利息の支払額 △ 7,912 △11,562 △ 3,650 △ 14,696

 16. 法人税等の支払額 △ 576,521 △766,409 △ 189,888 △ 579,796

営業活動によるキャッシュ･フロー 654,146 △351,263 △ 1,005,409 166,226

（注）増減は､当中間連結会計期間と前中間連結会計期間との比較で表示しております。                            
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（注）増減は､当中間連結会計期間と前中間連結会計期間との比較で表示しております。                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

前中間連結会計期間  

(自 平成 17 年４月１日

  至 平成 17 年９月 30 日）

           

当中間連結会計期間  

(自 平成 18 年４月１日

至 平成18年９月30日）
増減 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日）

区分 金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー  

  1. 有形固定資産の取得による支出  △ 89,625 △35,354 54,271 △ 93,046

  2. 投資有価証券の取得による支出 △ 474,682 △49,293 425,389 △ 519,682

  3. 貸付けによる支出 △ 2,850 △250 2,600 △ 88,657

  4. 貸付金の回収による収入 26,308 6,439 △19,868 77,052

  5. 保険積立金の特別解約による収入 311,828 － △311,828 311,828

  6. その他 74,807 △124,619 △199,426 △ 331,266

   投資活動によるキャッシュ･フロー △ 154,213 △203,076 △48,862 △ 643,771

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

  1. 短期借入金の純増減額（減少：△） 500,000 500,000 － －

  2. 長期借入金の返済による支出 △ 56,800 － 56,800 △ 56,800

  3. 自己株式の取得による支出 △ 1,423 △798 624 △ 2,470

  4. 配当金の支払額 △ 77,105 △77,107 △1 △ 154,394

  5. 少数株主への配当金の支払額 △ 1,500 △1,500 － △ 1,500

  6. その他 △ 1,399 △1,140 258 △ 3,123

   財務活動によるキャッシュ･フロー 361,772 419,453 57,681 △ 218,287

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,709 △1,418 △4,128 7,496

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 864,413 △136,305 △1,000,718 △688,336

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,421,289 1,732,952 △688,336 2,421,289

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）  

  残高 3,285,702 1,596,647 △1,689,055 1,732,952
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(イ) 連結子会社の数 ３社 (イ) 連結子会社の数 ３社 (イ) 連結子会社の数 ３社 1. 連結の範囲に関する事

項 連結子会社名 連結子会社名 連結子会社名 

 アミューズソフトエンタテ

インメント㈱、㈱エアーズ、

Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ． 

       同 左 同 左 

 (ロ) 非連結子会社の名称等 (ロ) 非連結子会社の名称等 (ロ) 非連結子会社の名称等 

 非連結子会社名 非連結子会社名 非連結子会社名 

 Ａｍｕｓｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎ

ｇ Ｌｔｄ．、北京芸神演芸芸

術制作有限公司、Ａｍｕｓｅ 

Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ．、Ｓｐｒ

ｉｔｅ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ

ｍｅｎｔ，Ｉｎｃ． 

同 左 同 左 

 （連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

  非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためで

あります。 

同 左  非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであり

ます。 

2. 持分法の適用に関する

事項 

(イ) 持分法適用の非連結子会社

数 

(イ) 持分法適用の非連結子会社

数 

(イ) 持分法適用の非連結子会社

数 

  該当ありません。 同 左 同 左 

 (ロ) 持分法適用の関連会社数 (ロ) 持分法適用の関連会社数 (ロ) 持分法適用の関連会社数 

   該当ありません。 同 左 同 左 

 (ハ) 持分法を適用していない非

連結子会社（Ａｍｕｓｅ Ｈｏ

ｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｔｄ．他）

及び関連会社（㈱アミューズ

シネカノン他）は、それぞれ

中間連結純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

(ハ)    同 左 (ハ) 持分法を適用していない非

  連結子会社（ＡｍｕｓｅＨｏ

ｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｔｄ．他）

及び関連会社（㈱アミューズ

    シネカノン他）は、それぞれ

    連結純損益及び利益剰余金等

    に及ぼす影響が軽微であり、

    かつ全体としても重要性がな

    いため、持分法の適用範囲か

    ら除外しております。   
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

3. 連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関する

事項 

 連結子会社の中間決算日が中

間連結決算日と異なる会社は次

のとおりであります。 

同 左  連結子会社の決算日が連結決

算日と異なる会社は次のとおり

であります。 

 
 

会社名  中間決算日

Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ．  ６月30日 ＊

  

 
 

会社名  決算日 

Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ．  12月31日 ＊

  
 ＊ 連結子会社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。 

 ＊ 連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を

行っております。 

4. 会計処理基準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定してい

る） 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

いる） 

 決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定してい

る） 

 ②時価のないもの ②時価のないもの ②時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同 左 同 左 

 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

 (イ) 商品 (イ) 商品 (イ) 商品 

  主として総平均法によ

る原価法 

同 左 同 左 

 (ロ) 製品・仕掛品 (ロ) 製品・仕掛品 (ロ) 製品・仕掛品 

  主として個別法による

原価法 

同 左 同 左 

 

 なお、映像作品について

は、営業収入（映画配給、

ビデオ・ＤＶＤ販売、ＴＶ

番組販売収入等）ごとに過

去の販売実績を基礎とする

販売見込額により原価を区

分し、その販売区分ごとの

収益計上時に一括償却する

方法によっております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

  当社及び国内連結子会社は、

建物については定額法、それ以

外の有形固定資産については

定率法を採用し、在外連結子会

社は所在地国の会計基準に基

づく定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

           同 左            同 左 

 
 
建 物 ８～50年

  

  

 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

同 左 同 左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等の特定債権について

は個別に回収可能性を検討し

て、回収不能見込額を計上して

おります。 

同 左 同 左 

 ロ 退職給付引当金 ロ 退職給付引当金 ロ 退職給付引当金 

 当社及び一部の国内連結子会

社は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

同 左  当社及び一部の国内連結子会

社は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ハ 役員退職慰労引当金 ハ 役員退職慰労引当金 ハ 役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の国内連結子

会社は役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規による中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

一部の国内連結子会社は

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規による中間期末

要支給額を計上しております。

なお、当社は平成18年５月

に当社取締役会で、役員退職慰

労金制度の廃止を決議し、６月

の定時株主総会で、その廃止に

伴う打切り支給が決議された

ことにより、平成18年６月末の

要支給額を計上しております。

当社及び一部の国内連結子

会社は役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規による期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、在外子会社中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差

額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、在外子会社中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法

  当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同 左 同 左 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同 左 同 左 

5. 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同 左 同 左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り税金等調整前中間純損失は233,293千円

増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。 

 
 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。これにより税

金等調整前当期純利益は233,293千円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

――――― 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計 

基準） 
――――― 

 
 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。これによる損

益にあたえる影響はありません。なお、従

来の資本の部に該当する金額は

10,495,055千円であります。 

また、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間連結

財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） ――――― 

１．従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお
りました「投資有価証券」は、資産総額の5/100を超えたた
め、区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間末における「投資有価証券」の
金額は、570,927千円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

536,812千円 571,315千円 556,909千円

 2. 保証債務  2. 保証債務  2. 保証債務 

 下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、債務保証を行っ

ております。 

 下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、債務保証を行っ

ております。 

 下記関係会社の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行っておりま

す。 
 

㈱アミューズシネ
カノン 

 365,648千円 

計 365,648 〃 
  

 
㈱アミューズシネ
カノン 

 314,962千円

計 314,962 〃
  

 
㈱アミューズシネ
カノン 

339,092千円

計 339,092 〃
  

3. 当社は、今後の事業展開に備え、資

金調達の機動性を一層高めるため、取引

銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。 

3. 当社は、今後の事業展開に備え、資金

調達の機動性を一層高めるため、取引銀行

４行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

3. 当社は、今後の事業展開に備え、資金

調達の機動性を一層高めるため、取引銀行

４行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。 

 

 
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

2,000,000 千円 

借入実行残高 500,000 〃 

  差引額 1,500,000 〃 
  

 
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

2,000,000千円

借入実行残高 500,000 〃

  差引額 1,500,000 〃
  

 
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

2,000,000千円

借入実行残高 － 〃

  差引額 2,000,000 〃
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりでありま

す。 
 

退職給付引当金繰入額 23,207千円

役員退職慰労引当金繰
入額 

17,947 〃

広告宣伝費 348,265 〃

販売促進費 296,926 〃

貸倒引当金繰入額 80,583 〃
  

給与手当 196,443千円

退職給付引当金繰入額 10,256 〃

役員退職慰労引当金繰

入額 
10,066 〃

広告宣伝費 337,762 〃

販売促進費 185,757 〃

貸倒引当金繰入額 3,028 〃
 

 
給与手当 413,063千円

退職給付引当金繰入額 34,847 〃

役員退職慰労引当金繰

入額 
35,330 〃

広告宣伝費 739,398 〃

販売促進費 614,747 〃

貸倒引当金繰入額 101,418 〃
   

※2．      ―――――――  ※2． 固定資産除却損の内訳       ※2．      ――――――― 

 建物 10,139千円

その他 302 〃

 計 10,442 〃
 

 

※3． 減損損失  ※3．     ――――――― ※3． 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産グループについて減損

損失を計上いたしました。 

 

 

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上いたしました。 

 
場所 用途 種類 

東京都  
世田谷区 

将来売却
目的 

建物、土地、
借地権 

中国   
（北京） 

賃貸 建物 

 

 
 

場所 用途 種類 

東京都  
世田谷区

将来売却
目的 

建物、土地、
借地権 

中国   
（北京）

賃貸 建物 

当社グループは、当社グループ事業の
種類別セグメント（アーティストマネージ
メント事業、メディアビジュアル事業、コ
ンテンツ事業）を基礎として資産のグルー
ピングを実施しております。 

その結果、一部の賃貸資産及び売却予
定の資産について市場価額の著しい下落
や、賃貸相場の低迷等により、資産の帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を特別損失に減損損失(233,293千円)と
して計上いたしました。 

その内訳は、建物66,579千円、土地
20,524千円、借地権146,188千円でありま
す。 

なお、回収可能価額の測定につきまし
ては、売却予定及び賃貸資産は正味売却価
額により測定しており、「不動産鑑定評価
基準」及び販売予定見込額に基づき評価し
ております。 

 

当社グループは、当社グループ事業の
種類別セグメント（アーティストマネー
ジメント事業、メディアビジュアル事業、
コンテンツ事業）を基礎として資産のグ
ルーピングを実施しております。 
その結果、一部の賃貸資産及び売却予

定の資産について市場価額の著しい下落
や、賃貸相場の低迷等により、資産の帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を特別損失に減損損失(233,293千
円)として計上いたしました。 

その内訳は、建物66,579千円、土地
20,524千円、借地権146,188千円であり
ます。 
なお、回収可能価額の測定につきまし

ては、売却予定及び賃貸資産は正味売却
価額により測定しており、「不動産鑑定
評価基準」及び販売予定見込額に基づき
評価しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 
前連結会計年度末株式数
（株） 

当中間連結会計期間増加
株式数 
（株） 

当中間連結会計期間減少
株式数 
（株） 

当中間連結会計期間末株
式数 
（株） 

発行済株式  

 普通株式 7,759,800 － － 7,759,800

合計 7,759,800 － － 7,759,800

自己株式  

 普通株式 7,920 295 － 8,215

合計 7,920 295 － 8,215

（注）当中間連結会計期間増加株式数の内訳は、単元未満株式の取得によるものであります。 

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 77,518千円 10円 平成18年３月31日 平成18年６月26日

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年11月15日 
取締役会 

普通株式 77,515千円 利益剰余金 10円 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(1) 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 3,387,170 千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△101,467 〃 

現金及び現金同等物 3,285,702 〃 
  

 
現金及び預金勘定 1,704,893千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△108,245 〃

現金及び現金同等物 1,596,647 〃
  

 
現金及び預金勘定 1,830,453千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△97,500 〃

現金及び現金同等物 1,732,952 〃
  

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

   (1)株式 574,896 1,053,698 478,801

   (2)債券 － － －

   (3)その他 － － －

合計 574,896 1,053,698 478,801

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

   (1)その他有価証券  

      非上場株式 99,271 
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Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

   (1)株式 608,453 985,501 377,048

   (2)債券 － － －

   (3)その他 － － －

合計 608,453 985,501 377,048

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

   (1)その他有価証券  

      非上場株式 151,271 

 

Ⅲ 前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

   (1)株式 574,896 1,148,340 573,444

   (2)債券 － － －

   (3)その他 － － －

合計 574,896 1,148,340 573,444

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

   (1)その他有価証券  

      非上場株式 144,271 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当社グループは前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリ

バティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

   前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日至平成 17 年９月 30 日） 

 

アーティスト  
マネージメント 

事業 
（千円） 

メディア   
ビジュアル事業

（千円） 

コンテンツ  
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収入 

 (1）外部顧客に対する 
   営業収入 

5,742,596 6,632,677 864,268 13,239,541 － 13,239,541

 (2）セグメント間の内部 
   営業収入又は振替高 

782 2,720 38,602 42,105 (42,105) －

計 5,743,378 6,635,398 902,870 13,281,647 (42,105) 13,239,541

営業費用 5,378,709 6,789,688 665,330 12,833,728 555,990 13,389,718

営業利益(△損失) 364,669 △ 154,290 237,540 447,919 (598,095) △ 150,176

 

   当中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日至平成 18 年９月 30 日） 

 

アーティスト  
マネージメント 

事業 
（千円） 

メディア   
ビジュアル事業

（千円） 

コンテンツ  
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収入 

  

 (1）外部顧客に対する 
   営業収入 

5,474,282 4,398,657 703,918 10,576,858 － 10,576,858

 (2）セグメント間の内部 
   営業収入又は振替高 

2,286 353 9,179 11,819 (11,819) －

計 5,476,569 4,399,010 713,097 10,588,677 (11,819) 10,576,858

営業費用 4,813,358 4,627,464 541,625 9,982,448 459,663 10,442,112

営業利益(△損失) 663,210 △ 228,454 171,472 606,228 (471,483) 134,745

 

   前連結会計年度（自平成 17 年４月１日至平成 18 年３月 31 日） 

 

アーティスト  
マネージメント 

事業 
（千円） 

メディア   
ビジュアル事業

（千円） 

コンテンツ  
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収入 
  

 (1）外部顧客に対する 
   営業収入 

14,603,643 13,147,385 1,689,913 29,440,943 － 29,440,943

 (2）セグメント間の内部 
   営業収入又は振替高 

25,643 2,752 48,975 77,371 (77,371) －

計 14,629,287 13,150,137 1,738,889 29,518,314 (77,371) 29,440,943

営業費用 12,332,512 13,105,835 1,219,075 26,657,422 982,436 27,639,859

営業利益 2,296,774 44,302 519,814 2,860,892 (1,059,808) 1,801,083

 



 35

（注）1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な内容 

(1) アーティストマネージメント事業 

アーティスト活動によるコンサート、舞台等の収入、テレビ・ラジオ・コマーシャル出演収入、ファンクラブ

会員収入および各種キラクター商品販売収入、レコード原盤の制作と著作権管理等による新譜の印税収入 

(2) メディアビジュアル事業 

テレビ等の番組制作収入、映画製作および配給収入、映像作品のビデオカセット・ＤＶＤ等の仕入・製造・販売 

(3) コンテンツ事業 

旧譜のレコード原盤権と著作権管理等による印税収入、映画・映像作品等の活用による収入（初回収益計上日より２

年超経過分） 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あり、前中間連結会計期間は 535,720 千円、当中間連結会計期間は 478,133 千円及び前連結会計年度は 1,014,073 千円であり

ます。 

4. 会計処理方法の変更 

(前中間連結会計期間) 

  該当事項はありません。 

 

(当中間連結会計期間) 

該当事項はありません。 

 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

 

 

 

 【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 18

年４月１日至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日至平成 18 年３月 31 日） 

  

本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計の 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日至平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 18

年４月１日至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日至平成 18 年３月 31 日） 

  

海外売上高が、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,230.60円  

１株当たり中間純損
失金額 

28.22円 

  

  

１株当たり純資産額 1,353.92円 

１株当たり中間純利
益金額 

8.30円  

  

 

１株当たり純資産額 1,371.77円  

１株当たり当期純利
益金額 

112.64円  

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、１株当たり中間
純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 
 

 

(注) １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 中間（当期）純利益（△損失）

（千円） 
△218,795 64,375 897,274

 普通株主に帰属しない 

金額（千円） 
－ － 24,047

 （うち利益処分による役員賞

与）（千円） 
－ － (24,047)

 普通株式に係る中間 

（当期）純利益（△損失） 

（千円） 

△218,795 64,375 873,227

 普通株式の期中平均株式数

（株） 
7,752,390 7,751,628 7,752,215

 

（重要な後発事象） 

（前中間連結会計期間） 

該当事項はありません。 

 

（当中間連結会計期間） 

該当事項はありません。 

 

（前連結会計年度） 

該当事項はありません。 

 

 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 


